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三 宅 村 議 会 だ よ り

三宅村子ども・子育て支援
法の一部を改正する法律附
則第４条第２項の規定に基
づく施設等利用費の支給の
対象となる認可外保育施設
の範囲の限定に関する条例

議案第３号

で審議された議案

（会期：９月９日）

令和２年第３回三宅村議会定例会

議案第１号

三宅村職員定数条例の一部
を改正する条例
技能労務職２人の定数を減
とするための条例の一部改正
です。
子ども・子育て支援法の一
部が改正され、認可外保育施
設の施設等利用費について定
めるための条例の制定です。
議案第４号

令和２年度三宅村一般会計
補正予算（第５号）

額３億８０２６万２千円とな
ります。
主な内容は、医療機関・薬
局等における感染拡大防止等
支援事業に係る増額補正で
す。
議案第６号

令和２年度三宅村介護保険
（保険事業勘定）特別会計
補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１１３万７千円を追加
し、総額３億９１７６万９千
円となります。令和元年度地
域支援事業支援交付金支払基
金返還金額が確定したことに
よる増額補正です。
議案第７号

令和２年度三宅村簡易水道
特別会計補正予算（第１
号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１６４５万円を追加し、
総額４億６４１２万円となり
ます。
主な内容は、漏水増による
光熱水費及び修繕料、ならび
に三宅村水道施設導水ポンプ
等修繕取換工事に係る増額補
正です。

イン改修工事を、株式会社平
善が請け負うことになりまし
た。
議案第９号

財産の取得について

三宅村立小中学校スクール
バス老朽化に伴い、大型バス
１台を購入するものです。
認定第１号

令和元年度三宅村公営企業
会計決算の認定について

⑴令和元年度三宅村旅客自動
車運送事業会計歳入歳出決
算
令和元年度三宅村旅客自動
車運送事業会計の決算を認定
しました。

発議第１号

新型コロナウイルス感染症
の影響に伴う地方財政の急
激な悪化に対し地方税財源
の確保を求める意見書（案）

新型コロナウイルス感染拡
大の影響で、地方税、地方交
付税の大幅な減少等が危惧さ
れている中、地域の実情に応
じた行政サービスを安定的か
つ持続的に提供していくこと
を目的とし、地方税、地方交
付税等の一般財源総額の確
保、充実を強く求めるもので
す。
可決後、衆参両院議長、各
大臣に意見書を提出しまし
た。
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議案第２号

三宅村職員の育児休業等に
関する条例の一部を改正す
る条例
地方公務員の育児休業等に
関する法律の施行に伴い、非
常勤職員の育児休業の承認要
求を緩和するための条例の一
部改正です。

歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ８５１１万２千円を追加
し、総額 億２７３万４千円
となります。
主な内容は、ふるさと体験
ビレッジ運営、新型コロナウ
イルス対策事業等に係る増額
補正です。

議案第８号

令和２年度八重間パイプラ

令和２年度三宅村国民健康
保険（直営診療施設勘定） 令和２年度八重間パイプラ
特別会計補正予算（第２号） イン改修工事請負契約の締
結について
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ２００万円を追加し、総

議案第５号

４８

三 宅 村 議 会 だ よ り

令和２年第３回三宅村議会定例会

議決結果
審議の賛否

大作

光夫

靖江

肇

雄一

肇

博史

議決結果

平川

水原

木村

沖山

沖山

名

北川

案

石井

議案番号

議

議案第１号

三宅村職員定数条例の一部を改正する条例

○

○

○

○

○

-

○

可決

議案第２号

三宅村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

○

○

○

○

○

-

○

〃

議案第３号

三宅村子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第４条第
２項の規定に基づく施設等利用費の支給の対象となる認可外保育
施設の範囲の限定に関する条例

○

○

○

○

○

-

○

〃

議案第４号

令和２年度三宅村一般会計補正予算（第５号）

○

○

○

○

○

-

○

〃

議案第５号

令和２年度三宅村国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計補
正予算（第２号）

○

○

○

○

○

-

○

〃

議案第６号

令和２年度三宅村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算
（第１号）

○

○

○

○

○

-

○

〃

議案第７号

令和２年度三宅村簡易水道特別会計補正予算（第１号）

○

○

○

○

○

-

○

〃

議案第８号

令和２年度八重間パイプライン改修工事請負契約の締結について

○

○

○

○

○

-

○

〃

議案第９号

財産の取得について

○

○

○

○

○

-

○

〃

認定第１号

令和元年度三宅村公営企業会計決算の認定について
⑴令和元年度三宅村旅客自動車運送事業会計歳入歳出決算

○

○

○

○

○

-

○

認定

発議第１号

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に
対し地方税財源の確保を求める意見書（案）

○

○

○

○

○

-

○

可決

※表中の記号：○…賛成
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三 宅 村 議 会 だ よ り

村政を問う
雄一

諸外国では、顔認証から犯
罪検挙にもつながっています
し、内地のあおり運転や当て
逃げなども、車載カメラがあ
ることで証拠が残ります。島
内でも、空き地に駐車してい
た車の当て逃げや、建物を壊
す物損事故などで逃げてしま
うケースもありました。
今後、人口の減っていく島
で、人員投入よりも、安全で
確実な手段だと思いますが、
次の総合計画を見据えて導入
することについて、三宅村の
考えを質問したいと思いま
す。
私が議員として三宅村のこ
とを考えるときに、大事にし
たい考え方があります。それ
は、声の小さい、目立たなく
てつつましく、真面目に生活
している人が、やるせない気
持ちになるような村であって
はいけないということです。
きちんと法律やルールを守
っている人、時間を守ると
か、提出物は決められた締切
りまでに出すとか、小さな約
束事を一つ一つ守る。そうい
うつつましく日々を真面目に

～５人の議員が一般質問～
沖山
議員

三宅島の安心・安全の
問 ための島内カメラ整備
について
今年に入って２人の行方不
明者が出ています。行方不明
のままでは安否や事件性すら
確認できずに、ご家族などの
心中を考えると、心苦しい。
たくさんの消防団や警察関係
者、捜査犬なども投入される
中で、今後のことを考える
と、以前に同僚議員からもあ
りましたが、防犯カメラなど
の仕組みで、解決できる方法
を島内で取り入れるタイミン
グだと思います。

過ごす人たちが、島の中には
たくさんいます。「何だよ、
この島は真面目にやっている
人がばかを見るじゃないか」
と、思わないような、島の空
気を醸成していくことは、今
後の島にとってより大切だと
思うのです。
もちろん、人は、私を含め
て完璧ではありません。他者
から「偉そうなことを言って
いるけれども、おまえだって
できていないじゃないか」。
そう揚げ足を取り始めたら切
りがありません。だからこ
そ、人ではなく、仕組みで解
決できること。防犯カメラに
写っている事実が、村民の安
心・安全につながるなら、少
しずつでも警察と協力してや
るべきだと考えますが、いか
がでしょうか。
答 総務課長

防犯カメラは犯罪等が多発
する特定の場所に設置するこ
とで、犯罪の抑止効果があり
ます。犯罪発生時には容疑者
の特定に役立つなどの効果が
あります。また、その一方で
不特定多数を撮影し、個人の
識別ができる、顔を含めた撮
影をすることから、設置を周
知する必要がございます。
また東京都も補助事業とし
て、防犯施設の整備に対する
区市町村補助金があります
が、対象は主に商店街等とな

っております。
議員、ご提言の行方不明者
の捜索および不法投棄対策と
して防犯カメラを導入するこ
とにつきましては、防犯カメ
ラの設置目的等を考えます
と、今の三宅村では十分な効
果が期待できないことから、
現在、考えてはおりません。
村といたしましては、高齢
者対策については引き続き、
地域見守り事業での連絡や訪
問による安否確認、また、不
法投棄防止につきましても、
引き続き、啓発活動を粘り強
く続けてまいります。

開かれた村政、開かれ
た議会をという村民の
問
声に対してどのように
答えるかについて

コロナ禍において、リモー
ト会議やリモートワークな
ど、仕組みによってコミュニ
ケーションが変化していま
す。
議会の動画配信については
住民の請願書を提出しました
が、趣旨採択として、新庁舎

建設の議場に配信機器類の整
備がされた後に実施。新庁舎
建設までの間は、広報みやけ
やホームページによる迅速な
議会結果の公開に取り組むと
回答しています。
回答を受け取った住民から
は、新庁舎建設はいつになる
か分からないし、コロナで傍
聴ができなくなってからの広
報みやけやホームページ、最
近配付された議会だよりにも
変化がないと指摘を受けまし
た。
村として、今後、どのよう
に透明性を持った村政や議会
での議論を伝えていくのか。
その対応策や考え方について
質問をします。
そもそも新庁舎は、いつ完
成予定となっているのでしょ
うか。いつできるかも分から
ない、スケジュールが具体的
になっていない新庁舎建設を
回答してしまうことで、住民
からの信頼を損なっているの
ではないでしょうか。
一方で、コロナ禍を受け
て、小笠原村議会では、６月
の定例会から、動画配信サイ
トＹｏｕＴｕｂｅでライブ配
信が開始されました。同時
に、議会議事録を小笠原村の
ホームページに全文掲載し、
議事録が、検索・閲覧できる
ようになりました。過去のも
のもさかのぼってホームペー
ジにアップしています。
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三 宅 村 議 会 だ よ り

三宅村は以前から、この議
事録をホームページで閲覧で
きるようにする件について、
事務局から予算申請をしたけ
れども通らないというふうに
聞いていますが、それはなぜ
ですか。金額についても、数
十万でできると聞いていま
す。
６月の定例会に続き、今回
もコロナ禍で傍聴を規制して
いますが、今後のことも考え
て、すぐにできる改善策、住
民サービスとして、議会議事
録をホームページで閲覧でき
るようにすることについて
は、すぐに住民の要望に応え
る、対応できることではない
でしょうか。
答 企画財政課長

まず、三宅村新庁舎建設時
期でございますが、現在策定
に向け準備を進めております
第６次三宅村総合計画で、整
備時期も含めて検討を図って
まいります。
議会の動画配信につきまし

ては、平成 年第４回定例会
において趣旨採択されました
ことは承知しております。議
会、総務文化常任委員会で
は、議場の機器整備が必要、
配信方法について十分な協議
時間が必要ということから、
新庁舎建設時に整備するとい
う内容だったかと思います。
配信の意義、必要性につい
ては異議はございませんが、
機器整備や各種課題に向けた
議会、行政の準備も必要とな
ることから、現段階では趣旨
採択の整備時期を村では考え
ております。
また、議事録の住民周知で
ございますが、広報媒体で
は、広報みやけ、村ホームペ
ージ、議会だより等が考えら
れますが、広報及び議会だよ
りは紙面に制約があり、発行
まで時間を要することから、
迅速な周知ということであれ
ば、ご質問のとおり、村ホー
ムページが最も有効なツール
であると思います。
なお、平成 年度当初で策
定いたしました予算でござい
ますが、議事録の検索システ
ムに関わる経費であり、議事
録のホームページへの掲載費
用ではございません。
以上を踏まえまして、動画
配信、議事録の公開等の実施
に際しましては、議会、行政
が連携を密にし、検討を進め
てまいりたいと思います。

北川

博史
議員

モニター付きサーモグ
導入について

いるのも事実です。そのた
め、いろいろな方々の行動が
気になり、自粛警察のように
なってしまうことも当然のこ
とだと思います。
そのようなことから、私と
いたしましては、今後、コロ
ナ禍での新生活習慣を定着さ
せるために、早急に実現させ
てほしいものとして、モニタ
ー付きサーモグラフィー赤外
線カメラの導入を提案いたし
ます。
本来であれば、ＰＣＲ検査
や抗体検査などを、全ての村
民が受けることができればよ
いのですが、現実的に、すぐ
に実施するというのは不可能
であるというのも分かりま
す。そこでまずは、村民の
方々が少しでも安心して生活
することができるように、サ
ーモグラフィー付き赤外線カ
メラの導入を関係機関に働き
かけていただき、空港、船客
待合所、役場、中央診療所な
ど、人が集まる場所に設置で
きないか、見解を問いたいと

思います。
実際、本土のほうでは、大
手スーパーや商業複合施設、
スーパー銭湯など、入り口に
設置するだけで、任意ではあ
りますが、ほぼ全ての方が検
温をしている状態です。この
赤外線カメラを設置すること
で、人の手は必要最低限で済
むと思います。
また、３月頃には１台当た
りの価格が大変高騰していま
したが、需要が増えたため、
価格がかなり下がったと確認
しています。このことをプラ
ス要素と考え、ぜひとも導入
をお願いしたいと思います
が、いかがでしょうか。

答 福祉健康課長

現在、東京都では、島しょ
町村へ感染疑いのある方の来
島を防ぐ手段として、島への
入り口である竹芝客船ターミ
ナルおよび調布飛行場ターミ
ナルで非接触型体温計による
検温を実施し、 度５分以上
の発熱が認められる場合に
は、乗船等をご遠慮いただ
く、いわゆる水際対策を実施
いただいています。
また、島内では中央診療所
およびあじさいの里で、来所
の方に対して、非接触型体温
計による検温及び手指消毒の
実施を徹底しているほか、三
宅島観光協会では、宿泊、飲
食、小売など、 事業所の会
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問 ラフィー赤外線カメラ

今後、いつ終息するか分か
らないコロナ禍の中で、いよ
いよ新しい生活習慣が始まり
ました。村民の皆さんはコロ
ナに感染しないよう、マスク
着用やアルコール消毒、ソー
シャルディスタンスを守るな
ど、感染防止対策に取り組ま
れていることと思います。
また、その一方で、村民の
方々からは、観光客や、見慣
れない方が来ると、「やはり
怖い」「不安」などと、ネガ
ティブなお声を頂戴している
のも事実です。しかし、コロ
ナは国のせいでも、東京都の
せいでも、もちろん村のせい
でもありません。
全てとは言いませんが、コ
ロナの感染は一人一人の行動
が招くものであると言われて

３７

７０

３０

３０

三 宅 村 議 会 だ よ り

員の皆さまに対して、非接触
型体温計を配布して事業所ご
との水際対策を実施していま
す。
ご提案のモニター付きサー
モグラフィー赤外線センサー
導入については、患者および
医療従事者をしっかり守るた
めに、中央診療所の水際対策
として、後ほどご審議いただ
きます三宅村国民健康保険直
営診療施設勘定特別会計補正
予算第２号で、体表面測定器
購入により、その実現を図っ
ていきたいと考えておりま
す。
今後とも、島内の感染防止
対策に関係機関と連携を図り
ながら、万全を期してまいり
ます。
コロナはもちろん目には
再
見えません。だからこ
そ、目に見える安心感という

のを、ぜひとも実現してもら
いたいと思います。
百聞は一見にしかずではな
いですけれども、中央診療所
に設置していただいて、どの
ようなものかが分かれば導入
しやすくなると思いますの
で、ぜひとも前向きな検討を
お願いしたいと思います。
答 福祉健康課長

今、ご提案がありましたと
おり、中央診療所の導入実
績、また、一方で、例えば大
島町で先に発生した陽性者対
策として、発生以降に、島か
ら今度は外に出さないよう
に、その水際対策としてこの
ような対策を導入している経
緯もあります。
そのため、状況等を確認し
ながら、適時、適切に判断し
てまいります。

平川

大作
議員

行方不明者の捜索につ
いて

おいても、捜索の在り方を見
直す時期にきたのではないで
しょうか。
警察からの協力依頼で、消
防団は捜索活動を行うことに
なるわけですが、意見や要望
を上げていくことは可能だと
思います。
今後、消防団が行う捜索活
動において、警察犬の導入を
考えるべきではないかと思い
ますが、このことについてど
のように考えるか、お聞きし
ます。
答 消防長

消防では、行方不明者発生
の場合、消防組織法第 条消
防警察および関係機関の相互
協力に基づいて、警察からの
捜査協力要請に伴い捜査協力
をしております。
なお、今回の捜索では警察
犬の導入により、早期発見に
つながりましたことを、三宅
島警察署に感謝いたします。
当本部では、職員、団員の

安全確保に努めて、今持てる
消防力を、警察と打合せを
し、人員および機器による捜
索をすることとしています。
捜査協力のため、警視庁所有
の警察犬を要請、活用するこ
とは警察内部の判断でするこ
とでありまして、警察犬の導
入について考えるべきとのご
意見があったことを、三宅島
警察署にお伝えしたいと思い
ます。

新型コロナウイルス感
問 染症に関連するいじめ
や差別について

新型コロナウイルス感染症
の勢いは依然としてとどまる
ところを知りません。観光業
をはじめ、製造業にもその影
響は及び、先の見えない状態
が続いています。
また、全国的に新型コロナ
ウイルス感染性に関連した、
いじめや差別などの危険性が
高まっており、人権への配慮
についても多く呼びかけられ
ています。
三宅村では、学校におい
て、新型コロナウイルス感染
症に関連したいじめや差別な
ど、人権侵害を防止するため
の児童・生徒への周知を行っ
ているのでしょうか。
また、感染症が確認された
際の人権侵害に対する予防策
についてはどのように考えて
いるのか、伺います。
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問

先月、高齢者の方が行方不
明になり、消防団、警察の
方々により捜索が行われまし
た。消防団も高齢化が進み、
そこに加え、例年にない暑さ
の中、大変な捜索だったと聞
いています。関係者の皆さま
に心からの謝意を表したいと
思います。
また、今回は警察犬が捜索
活動の一助となったと聞いて
います。消防団や警察の方々
の捜索に加え、警察犬を捜索
活動に導入したことにより、
行方不明者のより早い発見に
つながったのではないかと考
えます。
全国的にも警察犬が高齢行
方不明者を発見したという多
くの事例を耳にしています。
高齢行方不明者が日に日に増
加し続けている現在、本村に

４２

三 宅 村 議 会 だ よ り

答 教育課長

答 教育課長

引き続き、学校と連携を図
りながらいじめ等の防止に取
り組んでまいります。

島外で医療を受ける際
助について

ょく状況はどのようになって
いるのか、伺います。
また、がん以外の病気との
公平性について、どのように
考えるかをお聞きします。
答 福祉健康課長

このがん対策事業自体
も、まだ詳しく村民の方

最後にがん対策事業は、が
ん以外の病気と公平性を欠く
のでは、とのご指摘ですが、
本年３月定例会において本事
業をご説明しましたとおり、
本事業は、本村における死亡
原因第１位である、がんに焦
点を当てた政策的な対策事業
ですので、ほかの疾病と比較
すること自体が適切ではない
と考えております。
がん対策推進事業について
は、成果が現れるには一定の
時間を要しますが、着実に取
り組むということが重要と考
えております。
再

に知られていない部分があり
ますので、情報周知にも全力
で取り組んでいただきたいと
思います。
私たち共産党、島しょの議
員団も、東京都に要望し、今
議会で間に合えば条例提案を
し、この補助についても、東
京都としても対応していただ
くよう、動いています。
私も提案するだけではな
く、党も、こちらから要請し
補助していただくよう、今、
全力を尽くしていますので、
行政側におかれましても、今
まで以上に全力で取り組んで
いただきたいと思います。
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問 の交通費、宿泊費の補

本年度の新規事業として、
がん対策推進事業を立ち上げ
て、受診率向上のためにがん
検診会場の拡充、早期発見の
ために検診結果が要精検とな
り島外医療機関を受診する場
合およびがん治療のために島
外医療機関を受診する場合
に、その交通費および宿泊費
の一部を補助することとしま
した。
実績ですが、がん治療のた
めの交通費および宿泊費の助
成状況は、本年４月から今日
までの申請は、申請者７人、
延べ件数 件、申請額 万３
０００円となっております。
一方、検診結果が、要精検
となり、島外医療機関を受診
する場合の助成は、本年度の
がん検診自体が９月 日から
ですので、今後の取り組みと
なります。
次に東京都への要望につい
ては、島しょ町村会民生部会
で他町村と意見交換しながら
進めたいところですが、現在
のコロナ禍で部会開催が見合
わされていることから、機会
を捉えて意見交換をしてまい
ります。
１４

２６

現在、小学校・中学校にお
いては、新型コロナウイルス
感染症に関するいじめや差別
等を防ぐため、各校長から、
いじめ、差別、偏見等につい
て、児童生徒に向けて講話を
実施しております。そのほ
か、各学級においても道徳授
業や学級活動等において指導
を行っているところです。
また、感染者が確認された
際の人権侵害に対する予防策
につきましても、文部科学省
や東京都教育委員会の指導資
料を活用しながら、継続的に
指導するとともに、生活アン
ケートなどを実施して早期発
見に努めてまいります。
早期発見をしていただい
再
て、子供たちにこのコロ
ナによるトラウマを生じさせ
ないような状況づくりに全力
で、今後とも取り組んでいた
だきたいと思います。

島外で診療を受ける方は、
いまだ多く、がん対策事業に
ついて皆さん、大変喜ばれて
います。島内で治療すること
ができれば一番よいのです
が、東京で治療するしかない
ので、本当に助かるというこ
とでした。そこで、がん対策
事業の現状と実績について伺
います。
またその一方で、がん以外
の病気で現在、島外で診療を
受けている方々からは、がん
だけ補助するのはおかしい、
不公平だというお叱りを受け
ました。
本村の診療所で治療できる
のであれば、一番望ましいの
ですが、治療することはでき
ないので、医師が島外で治療
することが必要と判断した場
合に限り、補助していただく
ということはできないのでし
ょうか。公平性を保つことが
行政の役目ではないでしょう
か。
以前の一般質問において、
東京都に要望を行うという答
弁をいただきましたが、進ち
１０

三 宅 村 議 会 だ よ り

木村

靖江
議員

コロナ禍における避難所
運営のあ り 方 に つ い て

０２人、コミュニティーセン
ター３０３人、合計で１６６
９人となります。
また、避難所における感染
防止対策として、避難者同士
の間隔を２メートル程度確保
した場合、５カ所の避難所の
収容人数の合計は４００人程
度になります。昨年の台風
号の際には、多くの方が安全
を確保できるご自宅や親戚宅
に避難され、避難所に避難さ
れた方は約２８０人であるこ
とから、おおむね対応できる
ものと考えております。
次に避難行動要支援者の対
応についてですが、大型台風
等の接近が予想される場合に
は、避難行動要支援者には早
めの避難を呼びかけ、防災関
係機関と連携し、事前に避難
行動要支援者宅の戸別訪問を
実施し、早めの避難を希望さ
れる方に対しては、風雨が強
くなる前に、村と防災関係機
関が連携し避難所へ搬送いた
します。

１９

問

②分散避難の定着につ
いて

避難行動要支援者の避難先
については、伊豆避難施設で
優先的に収容しますが、近隣
の避難所を希望される方のた
めに、他の避難所においても
要支援者の受け入れ準備を行
い、対応いたします。
また、健康状態により、避
難所での避難生活が困難な避
難者に対しては、福祉健康課
と相談の上、空き病床がある
場合にはあじさいの里に収容
し、在宅酸素利用者について
は中央診療所に収容するな
ど、対応を図ってまいりま
す。
１９

避難とは難を逃れることで
あり、必ずしも避難所に行く
ことではありません。新型コ
ロナウイルスの感染リスクを
考えても、安全な場所に逃げ
ることを住民に改めて周知、
広報する必要があります。
村は既に呼びかけをしてい
ると思いますが、災害時には
避難生活が必要な方に対して
は、避難所が過密状態になる
ことを防ぐため、可能な場合
は親戚や知人の家等への避難
を検討するよう、ただいまの
ご答弁にもありましたが、さ
らに周知すべきと考えます。
その上で、分散避難によっ
て、災害物資の届け先が増え
るため、これにどう対応する

のか、検討が必要かと考えま
す。ご見解をお伺いします。

答 総務課長

災害時には小人数、個別空
間での避難を優先し、避難所
内が過密になることを防ぐた
め、安全確保が可能で、感染
リスクの低いご自宅や親戚、
知人宅などへの避難を優先し
ていただくことを、６月上旬
にチラシを全島に配布し、村
民の皆さまにご協力をお願い
しております。
今後も避難所を開設する際
には防災無線やＩＰ告知端末
等により、情報を配信し、さ
らなる周知徹底を図ってまい
ります。
また、ご自宅や親戚宅へ皆
さんが避難される際には、で
きるだけご自身で必要なもの
を用意していただくことをお
願いしていきたいと思いま
す。
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問

また、避難所における感染
症リスクを下げるためのスペ
ースの利用方法など、コロナ
禍における避難所運営の在り
方について、具体的に質問を
させていただきます。
初めに、可能な限り多くの
避難所の開設について伺いま
す。
高齢者や基礎疾患のある
方、障害者、妊産婦など、避
難先の優先順位などの考え方
を決めておく必要があると考
えます。
避難所として開設可能な公
共施設等の活用については、
村として既に徹底がなされて
いると思いますが、チラシも
配布されているのも、認識、
承知をしております。改めて
現状について、村の見解をお
伺いします。
答 総務課長

まず、避難所として開設可
能な公共施設等の活用につい
てですが、避難所の現状とい
たしましては、島内５地区、
最大で約５３７３人の収容が
確保されております。
また、村営施設で対応でき
る、避難者の収容人数は約２
８１８人となっており、通
常、台風等で開設している５
カ所の避難所の収容人数は、
阿古体育館３０３人、三宅村
文化会館６８６人、神着老人
福祉館 人、伊豆避難施設３
７５

①可能な限り多くの避
難所の開設について

近年、大規模地震や大規模
水害など、想定を超える自然
災害が頻発化、日常化してい
ます。伊豆諸島においても、
昨年の台風 号、 号の災害
は記憶に残るところであり、
こうした自然災害に対して避
難所を開設する場合には、新
型コロナウイルス感染症の影
響が広がる現下の状況を踏ま
え、感染症への対策に万全を
期すことが重要となっていま
す。
発生した災害や被害者の状
況等によっては、避難所の収
容人数を考慮し、過密状態を
防止するため、通常の災害発
生時よりも可能な限り、多く
の避難所の開設を図る必要が
あると考えます。
１５

三 宅 村 議 会 だ よ り

在り方についても、まとめて
おく必要があるかと思いま
す。ご見解をお伺いします。
答 総務課長

避難所の感染症対策につい
てですが、非接触型体温計、
マスク、手指アルコール消毒
液、飛沫感染防止パネル、段
ボール間仕切りなどの感染症
対策用品については、各避難
所に必要数を備蓄してござい
ます。
また、避難所を開設、運営
する際の事前準備や受付業
務、間仕切りレイアウト、衛
生環境の徹底など、避難所に
おける新型コロナウイルス感
染症対策の注意点について取
りまとめた避難所運営マニュ
アルに基づき、避難所を開
設、運営し、感染症対策に万
全を期してまいります。

④災害の状況によっ
て、発熱、咳等の症状
問 が出た避難者の病院移
送が難しい場合に備え
た対応について
避難所における良好な生活
環境を確保するためには、感
染症を発症した可能性のある
避難者と一般の避難者とのゾ
ーン、動線を分け、個室など
の専用のスペースを確保し、
専用のトイレを用意すること
が必要と考えます。
こうした課題に、今後、村

としてどう取り組まれるの
か、ご見解をお聞かせくださ
い。
さらに、全体を通して村長
の考えも伺いたいと思いま
す。
答 総務課長

発熱やせき等の症状がある
方が避難してきた場合には、
まずは安全確保が可能な自宅
や親戚宅への避難を勧めま
す。
また、避難中に感染の疑い
のある避難者が発生した場合
は、各避難所に専用スペース
等を設けるなど、別途、対応
を検討してまいりたいと思っ
ております。
答 村長

現時点における、コロナ禍
における避難所運営の在り方
については、課長の答弁に尽
きるかと思います。コロナに
限らず、噴火、津波対応時の
避難施設運営については、住
民の安心・安全な生活を担保
する存在としたいと思ってお
ります。
特にコロナへの対応につい
ては、これまでの避難の仕方
と異なりますので、整備不十
分な点もあろうかと思います
が、関係機関とも連携し、よ
り充実すべく、着実に進めて
まいりたいと思っておりま
す。

沖山

％となります。
現在、防集団地には、空き
家と思われる家屋が 件程度
あると確認しております。世
帯主が不在や亡くなるなど、
空き家の状態になっている土
地の貸付料については、継承
された方などに納付書を送付
している状況であり、島外に
住んでいる方の支払いについ
ては、振込や、来島されたと
きに何年分かをまとめて払う
方など、さまざまであります
が、何らかの事情により、支
払いをされていない方も半数
程度おります。
滞納者については督促状を
発送して対応しております
が、中には、何年分を一括し
て支払う方と、分納でお支払
いをいただいている方もおり
ますので、村の適切な対応と
しまして、今後も住宅料や水
道料などと同様に、電話での
催促や、収納の説得に取り組
んでまいりたいと思います。

１６

肇

議員

防災集団団地について
債権の確保

問 ①貸付料の徴収による

現年度分の徴収率について
は努力の成果であるのか、上
がっているように思います
が、過年度分の、徴収率が悪
いことが見受けられます。こ
の要因は何なのか。
また、一つの要因として、
世帯主が何らかの事情により
住んでおらず、空き家状態と
なっていることが考えられま
すが、これらについて村が適
切に対処されているのかを伺
います。
答 地域整備課長

令和元年度の防集団地貸付
料の収納状況データで、 ・
１％は２月末時点の数字とな
り、令和元年度末の最終デー
タは、第２回の定例会でお配
りしました現年度分の ・５

―9―

③避難所の感染症対策
や女性の視点を活かし
問
た避難所の運営につい
て
避難所における感染症対策
を強化し、避難者に対して手
洗いやせきエチケット等の基
本的な感染対策を徹底すると
ともに、備蓄物資の充実が必
要と考えます。感染症予防に
必要となるマスクや消毒液、
非接触型体温計、フェイスシ
ールド等の備蓄、そして、空
気清浄機の設置などの推進を
図るべきと考えます。
また、避難所での感染症の
蔓延を防ぐため、段ボールベ
ッドや段ボール製の間仕切
り、パーテーション、飛沫感
染防止シールド等の、備蓄積
み増し、保管スペースの確保
が必要となるかと思います。
避難所内の十分な換気やス
ペースの確保、避難所全体の
レイアウト、動線等、感染症
対策に配慮した避難所運営の

６５

７２

三 宅 村 議 会 だ よ り

②空き家の自然災害対
応について
担当課においても、団地内
に２件の建物で、かなり劣化
していることも把握しており
ます。しかし、家屋につきま
しては個人の財産であるた
め、個人での管理となり、現
時点では、村としては対応が
できないというのが現状でご
ざいます。
極めて危険性のあるものに
関しましては、注意喚起を行
ってまいりたいと思います。
甚大な自然災害はこれか
再
らも発生が予想されます
ので、いろいろなことを想定

して、村においてはしっかり
とした体制で自然災害に対す
る対応をしていただければと
考えます。
昨年の被害でいいますと、
屋根ごと飛んで道路に落下し
たケースが１件あったと記憶
にありますが、その対処は自
力で行えました。しかし、こ
れから自力でおこなうことが
できるのか。その辺が課題と
なってくると思いますので、
ぜひしっかりした体制で自然
災害に対応していただきたい
と思います。
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現年度分の債権確保につ
再
いては、ほかの債権と同
様に職員の皆さんが努力さ
れ、数字が上がってきてお
り、本当にいいことだと思い
ます。ただ、過年度分の数字
が上がらないという点につい
てはどうなのかと思います。
やはり、村の収入においての
滞納はこれからも強い姿勢
で、徴収率を上げる努力を持
続するべきと考えます。
分納誓約等の提案はされて
いるようですけれども、これ
以上滞納が増えないように、
しっかり徴収に当たっていた
だきたいと考えます。
問

防災集団団地の空き家につ
いて、台風などによる破損家
屋が道路に落下するなど、近
隣住民の生活に影響を与えた
場合の処理を村として考えて
いるのか、伺いたいと思いま
す。
答 地域整備課長

空き家として確認している
家屋は先ほどの答弁のとお
り、 件程度となりますが、
こちらについては島外にいる
継承者の方が年に１、２回程
度、来島した際に、家のメン
テナンスをしているように見
受けられます。
16

三宅村議会開催に伴う新型コロナウイルス
感染症拡大防止に係る取り組み

新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、９月開催の定例議会において以下の
とおり対応しました。

■マスクの着用
■消毒液の設置
■換気の実施
■傍聴自粛依頼

■出席者の座席の間隔を空ける
■答弁者（管理職）出席の入替制
■一般質問時間について時間制限の設定
■議案審議の整理による会議時間の短縮
■行政報告、質疑等を簡潔に行う

三 宅 村 議 会 だ よ り

議 長 報 告 書
１．出張関係
令和２年７月 日㈫

令和２年６月６日～令和２年９月４日

●東京
 都町村会・東京都町村議会議長会
合同会議出席（港区）
●東京
 都島嶼町村一部事務組合令和２年
度第１回全員協議会出席（港区）

２．会議関係
令和２年７月 日㈮
●全国
 離島振興市町村議会議長会令和２
年度第１回総会等（書面開催）

令和２年８月 日㈪
●第２
 回三宅村新型コロナウイルス感染
症対策本部第二次拡大会議出席

３．行事・来島者関係
令和２年６月 日㈬
●三代目さるびあ丸接岸訓練視察

●二代目さるびあ丸最終運航式典出席

令和２年６月 日㈮

編集後記

早いもので２月の議員改選後、３回の定例
会を終えました。これまで議員ひとりひとり
が村民の皆さまの声を村政に反映させること
ができるよう各定例会において一般質問を行
い、多くの議案を審議してまいりました。

現在、三宅村では世界で猛威を振るう新型
コロナウイルス感染症に対し、村民の命と健
康を守るための取り組みを進めるとともに、
村内経済や地域社会へのさまざまな影響に対
する対策を講じております。

三宅村議会といたしましても、この難局を
乗り越えるため、今後も村民の皆さまの声に
耳を傾け、村と連携・協働して取り組んでま
いる所存です。引き続き、ご理解、ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

議会だより編集委員会

本号の表紙は、少しでも明るい話題をお届
けするため、三宅村立三宅中学校、三宅村教
育委員会にご協力いただき、先日行われた三
宅中学校の運動会の写真を掲載させていただ
きました。
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２８

３１

１７

１０

２６

三 宅 村 議 会 だ よ り

写真提供：中込

哲

（坪田在住）

イソシギ

◦フォトギャラリーコーナーに掲載する村民
の皆さまの身近な写真をお待ちしておりま
す。詳細につきましては議会事務局にお問
い合わせください。

ミサゴ

お問い合わせ先
発
住
電
担
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行：三宅村議会
所：東京都三宅島三宅村阿古497番地
話：04994ー5ー0956
当：議会事務局

